
　

1　月　前　半　の　イ　ベ　ン　ト
日　付 開始時間 終了時間 催　事　名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

4日（火） 10:00 11:50 現代　文学講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-237-4237（門屋伸子）

事前募集・空きあれば当
日見学可

4,000円（4月入会時）

5日（水） 9:00 12:00 三味線練習 つながるスタジオ
三味線　奏の会
☎058-387-0683

関係者

13:00 14:30 第１回　お金の話をしよう。つみたてNISAって何？ つながるスタジオ
タネマキハナコ
☎090-6464-3916
タネマキハナコ　インスタグラムDMにて

事前募集・空きあれば当
日可
1回のみ参加も可

1,500円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

6日（木） 9:00 16:00 楽笑会　己書　体験と幸座 つながるスタジオ
楽笑会　楽笑元気道場
☎090-8545-7290（桂川）

事前募集・空きあれば当
日可・見学自由

初回1,000円・大人2,000
円・小人1,000円・筆ペン
貸出し

10:30 11:30 朝ヨガベーシック おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有り

12:30 13:30 シニアのためのケアヨガ おどるスタジオ
p.care yoga　いとう
☎090-3389-1979

事前募集・空きあれば当
日可

月謝有り
体験無料

14:00 16:00 “社会を明るくする運動”作文コンテスト　表彰式 かんがえるスタジオ
岐阜保護観察所
☎058-265-2651

関係者

14:00 16:00 エミコスモス会　社交ダンス おどるスタジオ
エミコスモス会
☎090-3857-7292

事前募集・空きあれば当
日可

無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ あつまるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

7日（金） 10:00 11:30 手話勉強会 おどるスタジオ
ひだまりの会
☎090-3157-2977

事前募集 無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級EX ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 6,500円（全15回分）

8日（土） 9:30 11:30 第32回CoderDojo岐阜 かんがえるスタジオ
CoderDojo岐阜
hello@coderdojo-gifu.org

事前募集・空きあれば当
日可

無料

13:40 15:20 こころのふれあいサロン あつまるスタジオ
Polaris（ポラリス）
☎058-253-1388

予約不要 無料

18:00 20:00 岐阜お城研究会 かんがえるスタジオ
岐阜お城研究会
gifu-oshiro@is-webs.com

事前募集・空きあれば当
日可

500円

18:00 20:30 ヒッポファミリークラブ あつまるスタジオ
ヒッポファミリークラブ
☎080-4461-6154

関係者

9日（日）
①11:15
②12:00

①11:50
②12:45

①おなか引きしめピラティス
②姿勢改善ヨガ

おどるスタジオ
RIKA
rk.31.fitness@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

1本800円
2本1,500円

13:00 15:00 地球や動物や自分に優しい生き方 かんがえるスタジオ
長屋　湧人
☎090-4790-0787
13aIs2000@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

無料

13:00 17:00 イングリッシュキッズダンス おどるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

事前募集 無料

10日（月・祝） 9:00 11:00 令和4年度岐阜市消防出初式
みんなのホール・みん
なの広場　カオカオ

岐阜市消防総務課
☎058-262-7161

観覧自由 無料

14:30 15:30
いつからでも始められる優しいバランスボールエクサ
サイズ・ストレッチ

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
バランスボールインストラクター藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

1,500円

11日（火） 10:00 11:50 歴史講座 みんなのホール
岐阜市読書サークル協議会
☎058-237-4237（門屋伸子）

事前募集・空きあれば当
日見学可

4,000円（4月入会時）

10:00 12:00 子育て勉強会カンガルー（講話、遊び、相談） かんがえるスタジオ
カンガルー
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

10:00 12:00
子育て勉強会カンガルー（講話、赤ちゃんマッサージ、
相談）

おどるスタジオ
カンガルー
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

13:00 15:00 子育て勉強会カンガルー（講話、相談） つながるスタジオ
カンガルー
☎070-1475-9494（藤本）

事前募集 無料

13:00 15:00 スコティシュカントリーダンスのレッスン おどるスタジオ
岐阜スコティシュカントリーダンスクラブ
http:gifuscdc.main.jp
e-mail:gifuscdc.info@gmail.com

関係者・見学自由 無料

13:30 15:00 リウマチさんの学びの集い かんがえるスタジオ
（公社）日本リウマチ友の会　岐阜支部
☎0584-62-5238

事前募集 無料

15:00 17:00 フラワーアレンジメント おどるスタジオ
フラワーサークルL'amour（ラムール）
☎090-6595-4195

事前募集

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ3,600円・ﾓ
ﾀﾞﾝ生花3,200円・ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞ
ﾄﾞﾌﾗﾜｰ4,600円・草月流生
花2,500円

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ あつまるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

12日（水） 10:00 12:30 スターティングセミナー おどるスタジオ
NPO法人日本ウーマンプロジェクト
☎090-9192-2100（毛利）

事前募集・空きあれば当
日可

3,000円

10:15 11:45 目からウロコ　片づけ魔法の法則 つながるスタジオ
ミラクルマジック
☎058-208-2745

事前募集・空きあれば当
日可

1,000円（税込）

10:30 11:30 学びを楽しく　知育教室 あつまるスタジオ
高橋
manabikids@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

1,200円

13:00 16:00 フラワーアレンジメント かんがえるスタジオ
Le.Violette
☎090-7686-9898（白木）

事前募集・空きあれば当
日可

3,600円

13:30 14:30 みさと笛　体験 つながるスタジオ
現代邦楽会みさと笛岐阜雅の会
☎090-3952-2886（藤本）

予約不要・見学自由 500円楽譜・笛貸出料

15:00 17:00 空手 つながるスタジオ
竹村
☎090-1744-8685

予約不要 無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅰ つながるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

13日（木） 9:00 12:00 子育て支援センターゆずりは　リトミック あつまるスタジオ
子育て支援センターゆずりは
☎058-239-0134

事前募集・空きあれば当
日可

無料

〒500-8076 岐阜市司町40番地5

9:00～21:00（2階 中央図書館は20:00まで）

毎月最終火曜日及び年末年始（12/31～1/3）
※最終火曜日が祝休日と重なる場合は、翌日が休館日となります。

※最終火曜日が年末年始と重なる場合は、前週の火曜日が休館日となります。

ぎふメディアコスモス総合案内 ☎058-265-4101

中央図書館総合カウンター ☎058-262-2924

住所

開館時間

休館日

お問い合わせ先



　

日　付 開始時間 終了時間 催　事　名 場　所 主催者（問い合わせ先） 参加形態 料金等

10:30 11:30 朝ヨガベーシック おどるスタジオ
DANCE & YOGA SCHOOL RAIN
dy.school.rain@gmail.com

事前募集・ヨガマットはご
持参ください

体験500円・月謝割有り

12:30 13:30 シニアのためのいすヨガ体験会 かんがえるスタジオ
p.care yoga　いとう
☎090-3389-1979
p.careyoga489@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

無料

12:35 13:35
いつからでも始められる優しいバランスボールエクサ
サイズ・ストレッチ

おどるスタジオ
（一社）体力メンテナンス協会認定
バランスボールインストラクター藤田美香
uchimika8739@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

お一人様1,500円

14:00 16:00 エミコスモス会　社交ダンス おどるスタジオ
エミコスモス会
☎090-3857-7292

事前募集・空きあれば当
日可

無料

15:15 16:45 チェスのゲームをしよう あつまるスタジオ
EBS　山田
☎090-7311-1655

予約不要・見学自由 無料

18:15 20:45 Halau Hula 'O Ka Lei Nani おどるスタジオ
Halau Hula 'O Ka Lei Nani
☎090-8543-1748（加藤）

予約不要
1,000円
体験無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級Ⅱ あつまるスタジオ
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 13,000円（全30回分）

14日（金） 9:15 11:45 肺がん、結核検診 ドキドキテラス
岐阜市保健所健康増進課
☎058-252-7193

事前募集
掲示物は見学自由

無料

10:00 11:30 お遊び会 かんがえるスタジオ
NPO法人ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 2,200円

10:00 12:00 やりたいを叶える時間の整理術講座 つながるスタジオ
伊藤
c.hchiha37@gmail.com

事前募集 3,300円

①10:00
②11:00
③15:30

①10:50
②11:50
③16:20

こども英語レッスン あつまるスタジオ
Queen's Marry English
☎090-4114-9581（渡辺）

事前募集・空きがあれば
当日可

体験レッスン500円

13:15 15:15 笑い文字　初級講座 つながるスタジオ
笑い文字　國江
☎090-2779-1698

事前募集・空きがあれば
当日可

3,630円　教材費

14:00 15:30 はなまるさろん かんがえるスタジオ
NPO法人ほっぺの会
☎070-5332-8747

事前募集 2,800円

18:00 20:00 瞑想 あつまるスタジオ 伝導瞑想 事前募集 無料

18:30 20:30 外国人のための日本語講座　初級EX ワイワイサークル
（公財）岐阜市国際交流協会
☎058-263-1741

事前募集 6,500円（全15回分）

19:00 21:00 ダンスの練習（フラメンコ） おどるスタジオ
岐阜フラメンコサークルエルビエント
☎090-7020-6148

事前募集・空きがあれば
当日可

1,000円

15日（土） 9:30 11:30
受験英語　特別講座　長文読解・英作文に役立つ！
今からでも間に合う《関係代名詞》

つながるスタジオ
ステップワールド英語スクール　岐阜南教室
鈴木
☎070-8587-3547

事前募集・空きあれば当
日可

テキスト代　500円

10:30 11:20 Sun Son English♪（0～3才楽しく学ぶトドラークラス） おどるスタジオ
Sun Son English♪ sae
sae00329@gmail.com
http://ameblo.jp/33eigo/

事前募集・空きあれば当
日可

1,600円

13:00 17:00 イングリッシュキッズダンス あつまるスタジオ
ユリダンスセンター
☎090-1233-6367

事前募集 無料

14:00 15:00 シニアの為のHIPHOP おどるスタジオ
REN
studio.x8133@gmail.com

事前募集・空きあれば当
日可

700円

7（金）～9（日） 10:00
18:00

（9日17:00）
第９回書道パフォーマンス大会 みんなのギャラリー

岐阜県書作家協会　事務局　髙橋誠芳
☎058-398-3303

見学自由 無料

11（火）～16
（日）

10:00 17:00 青樹展 みんなのギャラリー
青樹会
☎058-387-5650

見学自由 無料

火（祝祭日・休
館日除く）

13:00 17:00

木（祝祭日・休
館日除く）

14:00 19:30

第4土曜
①10:00
②13:00

①12:00
②18:00

催し物の記載内容は、予告なく変更になる場合がございます。詳しくは、主催者様にお問合せ下さい。

岐阜市ビジネスチャレンジ支援　経営相談窓口
2階　レファレンスカウン
ター

岐阜市立中央図書館
☎058-262-2924

事前予約・当日受付可 無料


